
小型コンピューター

活用しようブック

身近な困ったこと
解決編



THINK 01 
どんなことができるのかを考えよう

CONNECT

1

1

いつもしている動きを書き出してみよう

例えば、歩く・食べる・イスにすわるなど、ふだん何気なくしていることに目を向けてみよう

その動きに関係することを考えてみよう

どんな動き？

歩く

どんなことがありそう？

部屋に近づいたことを
知らせることができる

かも？！

センサーをどう活用して、どんなことをしたいかを考えます。
いきなり考えるのはむずかしいので、「動き」と「もの」か
らイメージすることを行います。まずは「動き」です。

どんな動き？

イスをもどす

どんなことがありそう？

イスのだしっぱなしが
なくなる

どんな動き？ どんなことがありそう？

どんな動き？ どんなことがありそう？

かも？！

かも？！

かも？！



THINK 02
仕組みを考えよう

いつもしている動きに注目できたら、次に、その動作をセ
ンサーに反応させます

CONNECT

イスをもどす動きにセンサーを反応させる1

イスが入ったら何かが起こるようにしよう

イスが入ったことをどうやってセンサーで見るか

ただ、イスをいれることに注目するのではなく、その前後のことも考えよう

すわっている たつ ちゃんと
いれる

この後
なにかある？

例えば、帰るタイミン
グだったら、部屋が
真っ暗になるよね

すわるために
イスを出す

なってはいけない なる なってはいけない？

なってはいけない

どうすればいいか

センサーをどうやって使うか考えよう

なってはいけない

2

イスをしっかりいれたくなるような
仕組みができるかもしれない。

音がなれば気づく



EXAMPLE 01
困っていることを見つけよう

「いつもしている動き」から考えることもできますが、今
回は「もの」から考えて「いつもしている動き」につなげ
ます。どんなことがイメージできるか考えよう。

CONNECT

イメージして、ストーリーをつくってみよう1

3

そのものから連想されるストーリーを考える

ストーリーをつくろう（その中でテーマを考えることもできます）2

どんな話？

どんな話？

電球の明かりやテレビのつけっぱなし？が多い話

部屋で明かりがついている省エネについて考えてみよう！

そうじをすることに注目して、ゴミ問題について考えよう！

そうじをするときに使う道具？カンをけっている？話

使い方）２枚もしくは３枚ランダムにえらび、そのイラストに書かれた内容が出てく
るストーリーを考える。その中で困ったことやしたいこと、話題にしたいことを出す。



電気がつけっぱなし
このことが起こる前後のストーリーを考
えることで、実際に使うことのできる仕
組みを考えることができます。

CONNECT

電気のつけっぱなしがなくなるような仕組みを考えよう1

実際に使える仕組みになるには、ど
んなことできればいいかを考えよう

電気がついてたら何かが起こるようにするしよう

どんなことを、どうやってセンサーで見るか

電気がつけっぱなしという状態の前後を考えよう

電気が
ついている

部屋を
出ようとする

電気がつ
けっぱなし

電気が
消えている

どうやって伝えればいいか考えよう

「注意する」という発想もあるけど、楽しい・う
れしい方が人の行動を変えやすいので意識しよう。

センサーをどうやって使うか考えよう

部屋に
入ろうとする

電気をつける

4

EXAMPLE 02

どれが一番あって
いるか考えよう

こんなやり方で実現！



ゴミがあふれている
ここでは、困ったことを分析して、どん
なものを作ればいいか考える流れを確認
します。

CONNECT

ゴミがあふれている困ったことを分解しよう1

困ったこと

5

それがおこる原因を考えてみよう（どんなときに起こるのか？）

ゴミがあふれている

投げて捨てる人がいて、
入らなくてそのままに
する

まだゴミが入るだろって
いう思いをみんな持って
いるから、入れ続けて結
局あふれるまで入れてし
まう

入れるゴミを細かくしな
いで、大きいまま入れて
しまうので、次入れると
きじゃまになっている

具体的にどんなことが困っているのか

ゴミがゴミ箱の周りに落ち
ていて、きたない

どうなったらいいのか考えよう

ゴミ箱にしっかり捨て
ることを楽しくさせる
ことで、意識してゴミ
を捨てるようになる。

ゴミがどこまで入るのか
がわかるようになればい
い。

大きなダンボールや箱な
どは、つぶして小さくし
て入れるようにする

そのためにあったら便利なもの その１ そのためにあったら便利なもの その２

ゴミがゴミ箱には
いったら音がなるよ
うにして、捨てるの
を楽しくさせる。

ゴミが一定以上た
まったら、光っても
う入らないことを伝
えるようにする。

EXAMPLE 03



COLUMN 01
仕組みについて考えて、作ろう

動作に注目して、どんな仕組みをつくるかを考えました。
その仕組みをもっとよりよりものにするために考えます。
いよいよ実践編です。

CONNECT

困っていることを考えるための流れ1

今の状態 こうなってほし
いという理想

こうなってほしいなぁと思っているものには、困っていることがかくれているのかも。

6

困っていることを探すのは、むずかしい時もあります

その仕組みは、だれのためのものか考えよう

具体的なひとりをイメージする
この人しか使えない仕組みでもいい！
だけど、てっていして、この人は使ってくれる
仕組みにしよう。
・何に困ってるのか
・本当にしたいことは何か
・どうなりたいのか
などを、分析しよう。

このひとりを分類する

小学３年生 兄弟がいる

本が好き 朝が弱い

カレーが好き おばあちゃん子

無口

他にもこの仕組みを使ってくれる
人がいるんじゃないかと考えて

仕組みを使ってくれそうな人
や使ってほしい人を分析する

発展



仕組みができるまでの流れを知ろう
仕組みを完成するための準備を行います。どんな問題が
あって、その問題を分析することが大切です。
なやんだときにはこのページにもどってこよう。

CONNECT

何をつくるかを考えよう1

行動が良くな
るような仕組
みを考えよう

作り直したり、
みんなに使っ
てもらえるよ
うに発表しよ
う

どんなことを
解決するべき
かをもう一度
考える

スタート

動き・ものに注目
して、意見を出し
合って、共感して
もらう。
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COLUMN 02



CREATIVE 01
困っている人はだれだろう？

いよいよ実践です。「動き」「もの」に注目して、困っているこ
と探します。それに加えて、「だれが」ということも意識するこ
とが大切です。具体的にだれが困っているのかを考えます。

CONNECT

困っていることを見つけて、それについてきちんと考えよう1

だれが困っている？だれのために作る？その人になりきって考えよう（具体的な人の名前）

なぜ、それを解決したいのか考えよう

8

どんなときに起こるのか なぜ、その不満が起きているのか？

今、その人が困っていることは何か考えよう

ねぐせがすごい

出かけたときにクラスの子にいわれる 朝、なおす時間がないから、そのまま出かける

ねぐせがすごいと、みんなに「なんでそんなねぐせがつくの？」と話しかけられるから。本を読んでいるときに話
しかけてほしくない。

ムサシ 小学３年生/無口/本が好き/将来の夢は本屋さん/人とはなすことが苦手



どんな動きに反応させるか考えよう
このことが起こる前後のストーリーを考
えることで、実際に使うことのできる仕
組みを考えることができます。

CONNECT

どんな動きをしているのか整理する

どんな仕組みをつくるか

どんなことを、どうやってセンサーで見るか

その仕組みが使われる前後の動きを考えよう

どうやって伝えればいいか考えよう

センサーをどうやって使うか考えよう

どれが一番あって
いるか考えよう
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CREATIVE 02

1



困ったことを分析して、解決方法を考える
ここでは、困ったことを分析して、どんなものを作ればい
いか考える流れを確認します。

CONNECT

困ったことを分解しよう
困ったこと

10

それがおこる原因を考えてみよう（どんなときに起こるのか？）

具体的にどんなことが困っているのか

どうなったらいいのか考えよう

そのためにあったら便利なもの その１ そのためにあったら便利なもの その２

CREATIVE 03

ねぐせがすごい ねぐせをなおす時間を朝とれない

朝、起きれない 朝時間がない 朝いそがしい

時間になったら、二度寝しない
で起きる

朝、よゆうを持って行動する いそがしいのは、学校の準備だ
から前の日にやる

二度寝をしないための仕組み 夜、準備するように伝えてくれる仕組み

1



CREATIVE 04
どこでスクーミーを使うか考えよう
解決するために「仕組み」を作ります。困ったことが起きる
前、起きた後に起きる困ったことを未然に防ぐことを、テク
ノロジーを活用して、しっかり「伝えること」を行います。

CONNECT

仕組みを作るために、スクーミーをどう使うか考えよう1

どんなことができるといいか考えよう

どんなことを、どうやってセンサーで見るか どんな動きがいい考えよう

11

困っていることを解決するためにどんな風にセンサーを使えばい
いか考えよう

どんな動きだったら、解決できるような
動きになるか考えよう

困っていることを解決するために、どんな仕組みがあればいいか考えよう



CREATIVE 05
どこでスクーミーを使うか考えよう

仕組みを使うイメージをデザインでまとめてみましょう。
また図なども使ってどこで使うのかも３,4,5ページを参考
に作ってみましょう。

CONNECT

困っていることを解決するまでの流れをイメージしよう1

これから作る仕組みを使うイメージをかこう

12

使っている様子の図や、設置する場所を書いたり、どんなところで使うものか図を使ってイメージし
よう。

作るものを確認しよう

スクーミーボードを
使った仕組み

使ってもらうためのイメー
ジ図とその仕組みの説明 発表資料や動画

など



CREATIVE 06
開発手順を考えよう

いきなり理想のものを作ることは難しいので、開発の目標
を設定して１つづつクリアしていきましょう

CONNECT

開発の目標（完成形を３段階）で設定する1

13

レベル１ ： 理想の動き

レベル２： 理想を実現させるために必要な動き

レベル３： その動きをシンプルにしたもの



仕組みを完成させるために行うこと書き出そう

CREATIVE 07
役割を決めて、協力しよう

完成に向けて、どんな内容を行う必要があるかを書き出し
ましょう。出し合ったあとジャンルでわけます。ジャンル
は、小さい枠に色を塗って分けましょう

CONNECT

プロジェクトを進めるための準備をしよう1

14

チームのことを知ろう

名前

得意なこと

名前

得意なこと

名前

得意なこと

役割 役割 役割



CREATIVE 08
完成までのスケジュールを立てよう

ゴールまでの手順を考えます。先ほど考えた内容を参考に
し、当てはめて進行表を作りましょう。開発までの道のり
をイメージできるようにしておきましょう。

CONNECT

1

プロジェクトのスケジュールを作ろう

15

やることの流れを確認をしよう（前ページの内容を参考にしよう）

時間

内容

作
戦
会
議

phase00 phase01 phase02 phase03

時間

内容

phase04 phase05 phase06

プロジェクトを進めるための準備をしよう



CREATIVE 09
プロジェクトの進め方を決める

一度進めてみると、思ってたこととちがう場合があります。
完成までに必要なことをもう一度考えて、プロジェクトの
進め方をチームで共有しましょう。

CONNECT

プロジェクトを進めるための準備をしよう1

チームの活動をスムーズに進めるための準備しよう

16

しんちょく
今どこまでできたかを知らせよう（phase01の進捗状況）

完成までにさらに必要だと思ったことをまとめておこう

チームでプロジェクトを進めるときのルールを決めよう

時間を決めて活動する。その時間内はおかしを食べない



使ってもらった人から感想をもらって、開発の参考にしよう

CREATIVE 10
ここまで作った仕組みを使ってみよう

作ったものを一度使ってみましょう。また使ってくれた方
に意見を聞いて、開発の参考にしましょう。使ってみてイ
メージとちがうときは、もっと改良しよう

CONNECT

使ってみての感想を書きます1

17

作ったものはイメージ通りのものでしたか？どのように動いたかをまとめておこう



CREATIVE 11
使ってもらうために、説明をしよう

発信することを行います。「たしかに、そうだ」「使って
みたい！」と思ってもらうことを意識して最後に発信する
方法を考えていきます。

CONNECT

相手に伝えるための発表内容を考えます1

相手に伝えるために、今回作ったものをまとめよう

18

です。これは、

することができ、今までは、

仕組みの名前

アピールポイント

でしたが、

というふうになります。どんな仕組みかというと、

というふうに使ってもらいます。

この仕組みを他のところでもいかせるか考えよう（発展編の入り口）2

高齢者の多い地域や介護施設、図書館や商店街などの施設などの課題でも使うことができるか？

今回の仕組みの機能を応用して、社会課題の解決ができるような仕組みを考えてみよう

ひとり暮らしの高齢者の見守り装置・レストランのあいている座席数の可視化・

社会課題の解決編へ進む



https://schoomy.com/days/

スクーミーブロックを活用したプログラミングのミッションが
たくさん用意してあります。チャレンジしよう！

ブロックでできたら次はコードにチャレンジしよう

わからないことはここから質問することができます

（スクーミーパートナーに入っている必要があります）


